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① 参加種目に誤りがありU14男子S･U12男子Sがリドローされました。(2022.01.14) ※U12男子会場日程注意!!

② 参加種目に誤りがありU14男子D･U12男子Dがリドローされました。(2022.01.15)

③ 

④

⑤

【　公　認　】 静岡県テニス協会

【　協　力　】 (一社)静岡県クラブジュニアテニス連盟

【　主　管　】 静岡市テニス協会指導育成委員会

2022年静岡市テニス協会

第4回静岡市ジュニアテニス選手権大会

仮ドロー

【　主　催　】 静岡市テニス協会

《 重 要 》

天候等理由により日程・会場等が変更になる可能性があります。参加選手は必ず

大会前日までに再度連盟ウェブサイト仮ドローを確認お願い致します。尚、参加選

手所属団体の指導者が来場する場合、必ず会場本部にて受付をしてください。



静岡市テニス協会

会　　　　　長 中　井　俊　裕

理　　事　　長 疋　野　　　良

 競技役員

指導育成委員長 柴　山　哲　也

顧　　　　　問 伊　東　末　廣 大　石　修　身 伊　東　敬　洋

副　委　員　長 栗　田　和　明 亀　山　大　樹

レ フ ェ リ ー 疋　野　　　良

ア シ ス タ ン ト 大　石　修　身 柴　山　哲　也 千　代　慎　也

大　畑　始生子 駒　村　あゆみ 村　松　哲　也

高　瀬　一　久 筒　井　治　子 越　川　　　充

大　畑　禎　弘 JLTF静岡県支部 しず信テニス部

 13. 新型コロナウイルス対策の別紙注意事項厳守及び申告書提出をお願い致します。

  8. 試合結果は、勝者がボールを持って本部まで必ず届けて下さい。

  9. 試合球は、YONEX ツアープラチナム

 10. 地震等の災害時は大会本部の避難指示に従ってください。

 11. 本大会参加者は傷害保険に加入していますが、その他の責任は一切負いかねますので

　 　各自の責任で参加して下さい。

 12. 個人を対象とする撮影については、対戦相手の承諾を得る事とします。

　　  (わからない場合は事前に所属指導者に聞き、判断を指導してもらって下さい。)

     指定時刻に遅れた場合は棄権とします。

  2. 試合の有無は会場の天候によりますが、雨天の場合でも会場に集合して下さい。

　　 但し、終日天候が危ぶまれる場合、当日の試合有無疋野まで各所属団体責任者が確認の

     電話を入れてください。

  3. 試合方法は全試合1セットマッチ(6-6タイブレーク)で行います。

  　 ※　天候･気温等理由及び大会進行により変更になる可能性があります。

  4. 初回戦敗者による育成マッチを2月20日(日)に予定しておりますが、参加を希望する選手は、

　　 必ず各種目初日に本部にてお申し込みください。

  5. 審判は全てセルフジャッジで行います。

  6. 試合前のウォーミングアップは、サービスのみとします。

  7. 服装、及び用具はJTAトーナメント諸規則、倫理規定に従います。

　1. 出場選手は指定時刻までにテニスウェアに着替えて大会本部に出席を届けて下さい。

第4回静岡市ジュニアテニス選手権大会
【　SJP対象大会　】

《　大 会 運 営 委 員　》

【 注 意 事 項 】



キリトリ

【別紙】静岡市テニス協会指導育成委員会事業参加注意事項

《参加者及び引率》

① 以下の事項に該当する場合は、参加を見合わせるもしくは棄権を申し出て下さい。

・体調がよくない場合(例：発熱・咳・咽頭痛などや嗅覚・味覚などに異常を感じる場合)

・同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場合

・過去14日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国や地域等への渡航

または在住者との濃厚接触がある場合

② 参加者の引率は1選手につき1名までとします。やむを得ない事情で引率が2名以上になる場合は、

事前にクラブ代表者を通し申請してください。但し、理由によっては受け入れ出来ない場合が

あります。

③ 参加者及び引率者は必ずマスクを持参着用してください。(試合中の選手は外してください)

④ こまめな手洗い、アルコール等による手指消毒をしてください。

⑤ 他の参加者、主催スタッフ等との距離を2ｍ以上確保してください。

⑥ 大きな声で会話・応援等は禁止とします。

⑦ タオルなどの共有はしないでください。

⑧ 飲食については、周囲の人と距離を取って対面を避け、会話は控えめにしてください。

⑨ ゴミは必ず各自持ち帰ってください。

⑩ 会場内クラブハウス等の施設利用は、必要最低時間内で済ませてください。

⑪ 当日の試合日程が終了した選手は、速やかに帰路に向かってください。

⑫ 大会参加終了後2週間以内に新型コロナウイルス感染症を発症した場合は、主催者に対して速や

かに濃厚接触者の有無等について報告してください。

⑬ 他質問等は、当日会場レフェリーに問い合わせその指示に従ってください。

《コート内》

① 試合を始める前のトスは、安全と言われる選手間の距離である2ｍ以上を保ち行ってください。

② プレー中のスコア及びジャッジで相手選手と意見が異なった場合、選手間の距離を2ｍ以上

保ち話し合ってください。

③ 試合終了後の握手は行わないでください。試合終了時お互いに終了とスコアの確認をしてその

場であいさつをしてください。

試合当日前2週間における以下の事項に当てはまるもの全て☑してください。

□ 平熱を超える発熱はなかった(おおむね37度5分以上)

□ 咳(せき)、のどの痛みなど風邪の症状はなかった

□ だるさ(倦怠感)、息苦しさ(呼吸困難)などなかった

□ 嗅覚や味覚の異常はなかった

□ 体が重く感じる、疲れやすい等を感じる事はなかった

□ 新型コロナウイルス感染症陽性とされた者との濃厚接触はなかった

□ 同居家族や身近な知人に感染が疑われている方はいない

□ 過去14日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国、地域等への渡航

又は当該在住者との濃厚接触はなかった

以上のことを申告した上で、本日2022年 月 日の試合に参加致します。

本日の体温： 度 分 参加種目：

所属： 氏名：

引率者氏名： 引率者体温： 度 分



　1R(No. 2～ 58)  8:50 ～ 　2R(No. 1～ 59) 10:30 ～ 　1R 12:00 ～
  1R(No.61～116)  9:30 ～ 　2R(No.60～117) 11:30 ～ 　2R 13:00 ～

　1R  8:50 ～ 　2R(No.1&34～50)  9:30 ～ 　1R 10:30 ～ 　2R(No. 1～21) 12:30 ～
  2R(No. 4～33)  8:50 ～ 　2R(No.51～67) 10:30 ～ 　2R(No.22～41) 13:00 ～

　1R(No. 2～48)  8:50 ～ 　2R(No. 1～49) 10:00 ～ 　1R(No. 2～30) 11:00 ～ 　2R 13:00 ～
  1R(No.51～98)  9:30 ～ 　2R(No.50～99) 11:00 ～ 　1R(No.31～59) 11:30 ～

　1R(No. 2～49)  9:00 ～ 　1R  9:30 ～ 　2R(No. 1～41) 10:30 ～
　2R(No. 1～50) 10:00 ～ 　2R(No.42～81) 11:00 ～

　1R(No.52～74)  8:50 ～ 　2R(No.51～ 75) 10:30 ～
　1R(No.77～99)  9:30 ～ 　2R(No.76～100) 11:00 ～

　1R  8:50 ～ 　1R  9:30 ～ 　1R  9:30 ～ 　1R  9:00 ～
　2R 11:30 ～ 　2R 12:00 ～ 　2R 12:00 ～ 　2R 10:00 ～

　1R  8:50 ～ 　1R  8:50 ～ 　1R  8:50 ～
　2R 10:30 ～ 　2R 10:30 ～ 　2R 10:00 ～

　1R  9:00 ～ 2R(No.  4 ～ 9)  9:00 ～
2R(No.1&10～39)  9:30 ～

　QF  9:00 ～ 　QF  9:00 ～ 　QF  9:30 ～ 　QF 11:00 ～

令和4年 2月20日(日)
有度山総合公園(砂入り人工芝10面)

予備日

以後　F･3～7決まで行う 以後　F･3～7決まで行う 以後　F･3～7決まで行う 以後　F･3～7決まで行う

18歳以下男女ｼﾝｸﾞﾙｽ 16歳以下男女ｼﾝｸﾞﾙｽ 14歳以下男女ｼﾝｸﾞﾙｽ 12歳以下男女ｼﾝｸﾞﾙｽ

以後　F･3決まで行う 以後　F･3決まで行う 以後　F･3決まで行う 以後　F･3決まで行う

14歳以下女子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 12歳以下男子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 12歳以下女子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ

以後　F･3決まで行う 以後　F･3決まで行う

令和4年 2月19日(土)
有度山総合公園(砂入り人工芝10面)

日本平運動公園(砂入り人工芝8面)

18歳以下男子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ

以後　F･3決まで行う

以後　F･3決まで行う

令和4年 2月12日(土)
草薙総合運動場(砂入り人工芝16面)

18歳以下女子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 16歳以下男子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 16歳以下女子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 14歳以下男子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ

12歳以下男子ｼﾝｸﾞﾙｽ

西ヶ谷総合運動場(砂入り人工芝6面)

以後　4R　まで行う

以後　4R　まで行う

令和4年 2月11日(金祝)

令和4年 1月30日(日)

以後　4R　まで行う

以後　3R　まで行う

草薙総合運動場(砂入り人工芝16面)

14歳以下男子ｼﾝｸﾞﾙｽ 14歳以下女子ｼﾝｸﾞﾙｽ

以後　3R　まで行う

18歳以下女子ｼﾝｸﾞﾙｽ

以後　3R　まで行う以後　4R　まで行う

有度山総合公園(砂入り人工芝10面)

16歳以下女子ｼﾝｸﾞﾙｽ

日　程　表

令和4年 1月29日(土)

16歳以下男子ｼﾝｸﾞﾙｽ

草薙総合運動場(砂入り人工芝16面)

18歳以下男子ｼﾝｸﾞﾙｽ

草薙総合運動場(砂入り人工芝16面)

12歳以下男子ｼﾝｸﾞﾙｽ

以後　4R　まで行う 以後　4R　まで行う

12歳以下女子ｼﾝｸﾞﾙｽ

《育成マッチについて》
初回戦敗者による育成マッチ(無料)を希望する選手は必ず各種目初日

に大会本部に申し込み下さい。練習マッチは各選手2～3試合を予定して

おりますが、雨天他の理由により大会が日程通り行われない場合及び新

型コロナウイルス感染拡大状況などにより中止する可能性があります。育成マッチを予定。



2月12日   (土) U18女子･U16･14･12男女ダブルス ﾕﾘﾉｷ駐車場入り口

駐車制限日 開催予定種目 駐車券配布場所

1月29日   (土) U18･16男子シングルス ﾕﾘﾉｷ駐車場入り口

1月30日   (日) U14男女シングルス ﾕﾘﾉｷ駐車場入り口

2月11日 (金祝) U12男女シングルス ﾕﾘﾉｷ駐車場入り口

駐車制限日について

草薙総合運動公園庭球場では下記の日程におきまして駐車制限日となります。駐車場に入る

場合、駐車券が必要となります。駐車券はテニス関係者が入り口でお渡しします。但し、駐

車券の枚数に限りがありますので、次の注意事項の厳守をお願いします。

【 注 意 事 項 】

当日の参加選手が同乗していない車の駐車券は用意されていません。

(関係者単独での車に駐車券は配布しません。)

当日駐車場は他の団体事業もありますので大変混み合います。ご協力をお願いします。尚、

駐車券は無料ではありません。その都度主催者が負担している事をご承知願います。



[6] 59 春日　　韻 (インドアTA浜松)

(7位戦)

(3位戦)

(5位戦)

57 村松　航史 (静岡サレジオ中高) 小野田拓実 (浜松工業高校) 116

58 東本　剛征 (浜松市立高校) 吉村　有平 (静岡市立高校) 117 [2]

55 大岡　拓実 (浜松北高校) 盛田　柊斗 (浜松工業高校) 114

56 小栗　寛登 (浜松工業高校) 石川　治幸 (日大三島高校) 115

111

53 高橋　日向 (日大三島高校)

54 大坪　勇斗 (静岡市立高校) 赤坂　颯泰 (S's familyTC) 113

112

52 増田　誠也 (浜松工業高校) 渡邉　　匠 (袋井クラウンC)

50 武藤　春流 (常葉大橘高校) 杉山　昊生 (浜松工業高校) 109

51 佐藤　大翔 (城南静岡中高) 吉田　貴史 (ﾌｧｲﾝﾊﾟﾙｲﾜﾀTC) 110

49 赤松　龍一 (静岡市立高校) 守屋　皓脩 (浜松市立高校) 108

根本　悠里 (静岡聖光学院)

48 竹田　琉楽 (静岡サレジオ中高)

47 浮谷亮太朗 (千代TC) 緒方隆一郎 (聖隷ｸﾘｽﾄﾌｧｰ中高) 106

川中　光来 (グリーンヒルTC) 107

45 大場　海世 (WishTC) 岡田　清照 (静岡サレジオ中高) 104

46 鈴木　聖人 (浜松工業高校) 鈴木　　和 (磐田東高校) 105

42 大石　翔太 (グリーンヒルTC)

鈴木　朝斗 (磐田東高校)

101

43 三田　悠司 (日大三島高校) 伊藤　樹汰 (静岡市立高校) 102

44 三坂　悠真 (ブレスPTC) 小山　颯大 (日大三島高校) 103

40 望月　颯太 (静岡聖光学院) 熊澤　柊哉 (日大三島高校) 99

41 山﨑　俊史 (浜松市立高校) 鈴本　大稀 (浜松工業高校) 100

38 大野　　俊 (聖隷ｸﾘｽﾄﾌｧｰ中高) 藤枝優乃介 (浜松市立高校) 97

39 小栗　僚太 (浜松工業高校) 相良　亜周 (アスルクラロ沼津) 98

18歳以下男子シングルス

92

90

88 [3]

86

84

82

中川　英康 (常葉大橘高校)

長谷川　稟 (浜松市立高校)

渡辺　航太 (静岡サレジオ中高)

80

鈴木　凌晟

(静岡市立高校) 81

37 黒澤　琉唯 (浜松西高校) 伝　　強志 (OharaTC)

94

36 漆畑　瑛登 (静岡市立高校) 95

35 青木　康輔 (静岡サレジオ中高) 原　裕太郎 (清水南高校)

96

鈴木　碧洋 (常葉大橘高校)

34 菊池明己人 (ウンノST) 塩川　　令 (静岡サレジオ中高) 93

33 袴田　羽琉 (浜松工業高校) 小木　涼平 (WishTC)

32 仁科　拓海 (磐田東高校) 入手　利宗 (浜松工業高校) 91

31 五條　克則 (島田高校) 海野　智敬 (静岡聖光学院)

[4] 30 青木　琉莞 (日大三島高校) 加藤　　漣 (磐田東高校) 89 [8]

[5] 29 田原遼太郎 (日大三島高校) 藤原　瑞希 (日大三島高校)

28

角田　瑞輝 (日大三島高校)

松井　瑞希 (聖隷ｸﾘｽﾄﾌｧｰ中高) 87

27 加藤　諒大 (浜松市立高校) 長倉　佑樹 (静岡高校)

26 大石　元喜 (S's familyTC) 85

25 大川　陽平 (島田高校)

24 小木　貴翔 (浜松工業高校) 入手　孝宗 (浜松工業高校) 83

23 鈴木　一颯 (藤枝東高校) 三木　翔太 (ワタナベTC)

17

16

21 米山　陽斗 (日大三島高校) 野末　昊汰 (浜松工業高校)

18 青島　巧季 (静岡サレジオ中高) 髙栁　恭平

22 宇野　彰剛 (WishTC) 田中　蒼大

20 井上　正貴 (静岡市立高校)

伊藤　稜馬 (浜松工業高校)

75

北野　心晴 (日大三島高校) 池田　蒼吾 (浜松工業高校)

(磐田東高校) 77

山下　　零 (静岡サレジオ中高)

74

菅原　悠斗 (磐田東高校)

鈴木　周馬 (静岡聖光学院) 田中　隆太 (浜松西高校)

谷澤　林輝 (富士東高校) 79

青野　優大 (静岡聖光学院)

飯田　航矢 (日大三島高校)

70

12 池田　裕紀 (静岡サレジオ中高) 武藤　　玄 (静岡サレジオ中高) 71

11 諏訪　凌成 (藤枝New青葉TC)

72

73

(浜松工業高校)

78

69

9 小木曽佑弥 (日大三島高校) 杉本　祐惺 (浜松市立高校)

13

76

19

14 川中　隼太 (グリーンヒルTC) 露木　良太 (アクトSC)

15

6

鈴木　啓人 (浜松工業高校)

久米　琉陽 (浜松北高校) 65

5 辻　颯太郎 (静岡高校) 松永　多惟 (浜松工業高校)

平田　瑛大 (浜松工業高校)

68

10 松井　大樹 (浜松工業高校) 矢崎　大智 (静岡聖光学院)

63

3 宮下　歩武 (日大三島高校) 古谷　　僚 (静岡市立高校)

西川　誇珀 (島田高校) 67

7 66

8 鈴木　　敦 (磐田東高校)

佐々木洸貴 (グリーンヒルTC)

64

60 [7]

2 白井　汰郎 (浜松工業高校)

天野　幹久 (日大三島高校)

61

[1] 1 塩崎　凱世 (静岡市立高校) 久津輪勇介 (日大三島高校)

62

4 佐野　尚哉 (TAS) 杉本　　湧 (アクトSC)



18歳以下女子シングルス

[1] 1 須賀　流凪 (静岡市立高校) 小和田なな (城南静岡中高) 34 [5]

2 坂本　彩純 (浜松西高校) 伊藤　ゆら (浜松市立高校) 35

36

4 山口　心路 (島田高校) 深町　鈴菜 (城南静岡中高) 37

3 諸田　　藍 (静岡サレジオ中高) 岡田　真季 (静岡サレジオ中高)

38

6 織田　弥邑 (浜松市立高校) 野﨑明日香 (静岡サレジオ中高) 39

5 守屋　希那 (磐田南高校) 山下穂乃佳 (磐田南高校)

40

8 大塚　萌由 (島田高校) 葛西　紗葵 (時之栖TC) 41

7 望月　美那 (静岡サレジオ中高) 鈴木　　萌 (島田高校)

13 佐野　桜香 (TAS) 山﨑　美侑 (静岡英和女学院) 46

42

10 岸井ののは (浜松市立高校) 土井もとみ (島田高校) 43

9 飯塚　仁珠 (静岡市立高校) 岡田　凪央 (藤枝東高校)

鈴木日菜多 (浜松市立高校)

44

12 土屋早也佳 (島田高校) 池谷　月花 (静岡市立高校) 45

11 吉見　桃香 (静岡サレジオ中高)加藤　羽織 (島田高校)

14 小長谷香恋 (吉田TC) 47

48

16 長井　ノア (静岡サレジオ中高) 米山　陽夏 (日大三島高校) 49

15 伊藤　奏芽 (静岡女子高校) 吉田　羽那 (城南静岡中高)

50 [3]

[4] 18 藤本　舞衣 (浜松市立高校) 熊谷　真琴 (城南静岡中高) 51 [7]

[6] 17 木下　花穂 (WishTC) 二宮　茉子 (浜松市立高校)

52

20 濵井　紅亜 (島田高校) 大口　祐奈 (静岡英和女学院) 53

19 三輪　彩花 (静岡サレジオ中高) 鈴木　橘花 (島田高校)

54

22 成島かれん (竜南TC) 小長井心蘭 (竜南TC) 55

21 麻布　実来 (静岡市立高校) 梶山　奈菜 (グリーンヒルTC)

56

24 落合　華穂 (島田高校) 古川　心愛 (島田高校) 57

23 阿部　美月 (静岡英和女学院) 秋山　莉世 (静岡サレジオ中高)

58

26 塩見　菜月 (浜松市立高校) 鈴木　彩葉 (ブレスPTC) 59

25 稲葉　蘭藍 (静岡市立高校) 松永　結楽 (静岡市立高校)

60

28 池田　春花 (磐田南高校) 松本　莉歩 (浜松市立高校) 61

27 長谷川麻乃 (静岡サレジオ中高) 横田川莉子 (島田高校)

62

30 吉田　愛斗 (城南静岡中高) 山﨑美里亜

29 諏訪　成美 (島田高校) 横山菜々香 (あおやま庭球塾)

(静岡女子高校) 63

31 池田　智美 (浜松市立高校) 藤巻真帆実 (静岡サレジオ中高) 64

32 澤本　真依 (藤枝東高校) 今坂　そら (静岡高校) 65

(3位戦)

66

大川　りこ (あおやま庭球塾) 67 [2]

[8] 33 望月　結彩 (静岡英和女学院) 名波　杏奈 (島田高校)

(7位戦)

(5位戦)



(7位戦)

(5位戦)

(3位戦)

36

16 鈴木野乃花 (ブレスPTC) 井村マリア (S.T.A.C) 37

15 小山　琉奈 (ウンノST) 田原　　優 (ミナミTC)

曾根　心優 (吉田TC) 38

18 佐藤くらら

14 岡田　和夏 (グリーンヒルTC)

中山　由菜 (袋井クラウンC)

35

13 大石　幸奈 (清水LTC)

後藤　築海 (NWTC)

34

32 [8]

[3] 12 山本　陽毬 (アイTC) 山口　　凛 (グリーンヒルTC) 33

[5] 11 小木那々美 (WishTC) 伊藤あさひ (NWTC)

30

10 山本　　萠 (ロブィングTC) 伊東菜々子 (竜南TC) 31 [4]

9 髙杉　　想 (静岡サレジオ中高) 飯塚さくら (アクトSC)

28

8 山﨑恵梨香 (佐鳴台LTC) 小林　優奈 (TAS) 29

7 勝見　莉々 (吉田TC) 木村　琴美 (静岡サレジオ中高)

26

6 池田　蘭野 (竜南TC) 田邊　花凜 (WishTC) 27

5 石田　ゆな (ミナミTC) 熊田　湖子 (ブレスPTC)

24

4 芝田　美海 (ﾌｧｲﾝﾊﾟﾙｲﾜﾀTC) 小澤ひより (インドアTA浜松) 25

3 西川　歌芭 (藤枝New青葉TC) 市川こころ (グリーンヒルTC)

22 [7]

2 園部　新奈 (アイTC) 澤入　美空 (焼津高校) 23

16歳以下男子シングルス

(3位戦)

(5位戦)

43

[8] 22 名倉　祐輝 (リックス静岡TC) 池田　光希 (NWTC) 44 [2]

21 瀧澤　祐希 (D'S TC) 進藤　直柔 (グリーンヒルTC)

41

20 堤　　智隆 (ウインビレッジTC) 中村　　天 (一藤庭球会) 42

19 山本　一太 (静岡サレジオ中高) 石塚洋一郎 (静岡サレジオ中高)

39

18 川上文太郎 (浜松市立高校) 白鳥　佑樹 (清水LTC) 40

17 久保田　圭 (アイTC) 杉本　正悟 (TAS)

37

16 杉本　　淑 (アクトSC) 古川　大翔 (藤枝New青葉TC) 38

15 中上　瑛斗 (静岡サレジオ中高) 池田　順晴 (アイTC)

35

14 鈴木　悠慎 (藤枝New青葉TC) 磯田　亮介 (浜松市立高校) 36

13 鷲巣　維月 (ウンノST) 松下　拓真 (静岡サレジオ中高)

33 [3]

[4] 12 濱見　慶人 (佐鳴台LTC) 鈴本　力稀 (NWTC) 34 [6]

[5] 11 嶋田　向健 (清水LTC) 山口　瑛作 (F.T.P.T.F)

31

10 久保山雄太 (静岡サレジオ中高) 岩清水優矢 (ウンノST) 32

9 小林　隼人 (聖隷TS) 山口　瑛大 (佐鳴台LTC)

29

8 吉田　崇人 (ﾌｧｲﾝﾊﾟﾙｲﾜﾀTC) 宮原　雄太 (静岡サレジオ中高) 30

7 池田　雅幸 (静岡サレジオ中高) 白幡　侑吾 (ブレスPTC)

27

6 河島賢太郎 (ブレスPTC) 加藤　滉大 (あおやま庭球塾) 28

5 丹羽　悠斗 (WishTC) 片野里玖斗 (WishTC)

25

4 坂田　一樹 (静岡サレジオ中高) 高嶋　　勲 (アクトSC) 26

3 嘉茂　綾介 (グリーンヒルTC) 橋本　慎司 (清水LTC)

23 [7]

2 西田　　裕 (佐鳴台LTC) 八木心太朗 (静岡サレジオ中高) 24

[1] 1 谷澤　怜真 (あおやま庭球塾) 田代　登馬 (ウインビレッジTC)

(高瀬TC) 赤坂　千聡 (S's familyTC) 39

17 桝井　菜月 (ブレスPTC)

水元　れん (ウンノST) 40

20 細川　祐加 (ブレスGTC) 佐藤汐乃果 (OharaTC) 41 [2]

[6] 21 松井　もも (OharaTC)

19 菅沼　綾夏 (時之栖TC)

16歳以下女子シングルス
[1] 1 太田　乃愛 (WishTC) 大塚　咲弥 (ブレスPTC)

(7位戦)



(3位戦)

(7位戦)

(5位戦)

98

藤井　陽大 (WishTC) 99 [2]

[7] 49 藤原宗太郎 (S.T.A.C) 伊藤　誠真 (佐鳴台LTC)

96

48 増田　恵汰 (リックス静岡TC) 中野　　颯 (ウンノST) 97

47 堀　　巧人 (ウンノST) 河原　良亮 (パルケSC)

94

46 西川　玖穏 (藤枝New青葉TC) 三坂　啓人 (ブレスPTC) 95

45 小林　蒼大 (ブレスPTC) 齊藤　広琉 (インドアTA浜松)

92

44 水井　翔夢 (清水LTC) 鈴木　太樹 (藤枝New青葉TC) 93

43 佐野　啓翔 (TAS) 飯田　唯斗 (アクトSC)

90

42 中西　　啓 (インドアTA浜松) 木下　大地 (袋井クラウンC) 91

41 長谷川駿人 (アイTC) 渡辺　瑛斗 (あおやま庭球塾)

88

40 加藤　理央 (佐鳴台LTC) 日比野　晴 (一藤庭球会) 89

39 澤　　直輝 (アスルクラロ沼津) 山内　遥翔 (アスルクラロ沼津)

86

38 神谷　　暁 (ブレスGTC) 仁科　　翼 (袋井クラウンC) 87

37 松永　亮輔 (WishTC) 大庭　嘉仁 (本日庭球日)

84

36 岩崎　　楓 (ウンノST) 岩ヶ谷遼佑 (吉田TC) 85

35 柴田　倖成 (藤枝New青葉TC) 池本　和馬 (千代TC)

82

34 柴田　悠空 (ビボーンTC) 阿曽　　颯 (袋井クラウンC) 83

33 栗原　健成 (D'S TC) 佐々木悠人 (ウンノST)

31 齊藤　南翔 (清水LTC) 宇塚　　玄 (アクトSC) 80

32 工藤誠之介 (本日庭球日) 永田　俊輔 (ブレスGTC) 81

78

30 小島慎太郎 (ウンノST) 大川　虹祐

29 佐藤　叶夢 (千代TC) 松下　英璃 (パルケSC)

(アスルクラロ沼津) 79

76

28 進藤　鷹晴 (グリーンヒルTC) 福地　慧士 (グリーンヒルTC) 77

27 池田　楽來 (ウンノST) 大胡田礼和 (本日庭球日)

74 [4]

[3] 26 宮本　　亮 (パルケSC) 鈴木　健太 (ブレスPTC) 75 [6]

[8] 25 生熊　忠信 (インドアTA浜松) 志知　暖基 (袋井クラウンC)

72

24 大椙　一輝 (グリーンヒルTC) 池田　蒼叶 (千代TC) 73

23 堀野瑛太郎 (ミナミTC) 松坂　奏汰 (藤枝New青葉TC)

70

22 増田　陽友 (袋井クラウンC) 藤原　幸太 (リックス静岡TC) 71

21 木本　剛弘 (ビボーンTC) 松下　碩斗 (ウンノST)

68

20 興津　颯人 (リックス静岡TC) 兼岡　奏多 (マインドサンTC) 69

19 岡田　直哉 (マインドサンTC) 伊東　順正 (竜南TC)

66

18 鈴木　瑛仁 (ブレスPTC) 内山　聖那 (ブレスGTC) 67

17 平間　彗亜 (佐鳴台LTC) 石川　敬矩 (本日庭球日)

64

16 増田　輝星 (ウインビレッジTC) 杉本　賢悟 (TAS) 65

15 中嶋　柾稀 (ウンノST) 大野　瑞生 (グリーンヒルTC)

62

14 松村　　侑 (あおやま庭球塾) 細谷　　詢 (アスルクラロ沼津) 63

13 内山　愛琉 (WishTC) 松浦　　湊 (ブレスGTC)

60

12 服部　大樹 (アクトSC) 佐野　友都 (アクトSC) 61

11 勝又　　蛍 (時之栖TC) 長谷川太一 (ウンノST)

58

10 馬渕　瑛大 (ウンノST) 蛭間　大和 (清水LTC) 59

9 長澤　碧音 (アスルクラロ沼津) 前野　宏喜 (袋井クラウンC)

56

8 和田　紘武 (WishTC) 牛田　　漣 (WishTC) 57

7 柴田　翔也 (ウンノST) 杉山　遼介 (高瀬TC)

54

6 藤原　滉志 (聖隷TS) 柴田　裕翔 (竜南TC) 55

5 石野　陽登 (S.T.A.C) 小松　佑貴 (コスモスTC)

4 鈴木　　遼 (ブレスPTC) 鳥居　幹大 (佐鳴台LTC) 53

3 石牧　諒真 (パルケSC) 請井　　稜 (ビボーンTC)

2 市川　陽太 (藤枝New青葉TC) 小山　璃空 (藤枝New青葉TC) 51

52

14歳以下男子シングルス
[1] 1 齊藤　蒼士 (袋井クラウンC) 清水　新太 (S.T.A.C) 50 [5]



(7位戦)

(3位戦)

(5位戦)

59

[6] 30 福田いまり (WishTC) 辻　奈津希 (竜南TC) 60 [2]

29 山口ゆいり (アスルクラロ沼津) 藤井　星杏 (OharaTC)

57

28 小田　彩楽 (S.T.A.C) 徳澄　小春 (ウンノST) 58

27 後藤　華香 (グリーンヒルTC) 吉村　奈穂 (アクトSC)

55

26 名波　璃咲 (吉田TC) 鈴木　瑚々 (藤枝New青葉TC) 56

25 山本　奈央 (ウインビレッジTC) 柴田　紗弥 (アスルクラロ沼津)

53

24 杉浦　愛海 (OharaTC) 小澤　琉菜 (佐鳴台LTC) 54

23 橋本　彩花 (WishTC) 矢川　紗奈 (TAS)

51

22 青木　友南 (グリーンヒルTC) 上稲葉成美 (アイTC) 52

21 池谷南菜子 (アイTC) 甲田　優月 (ブレスPTC)

49

20 袴田　妃那 (インドアTA浜松) 齊藤　瑠花 (D'S TC) 50

19 川﨑　汐音 (竜南TC) 大塚　心捺 (吉田TC)

47

18 菅　　美優 (グリーンヒルTC) 村松　心麗 (ウインビレッジTC) 48

17 木田　奈穂 (アクトSC) 砂子　結良 (ブレスGTC)

45 [4]

[3] 16 塩澤　彩芭 (TAS) 伊藤　陽和 (WishTC) 46 [8]

[7] 15 蔦保　沙織 (S.T.A.C) 小池　真咲 (WishTC)

43

14 鈴木　実優 (ブレスGTC) 山崎あおい (アイTC) 44

13 杉山　有央 (リックス静岡TC) 山本　愛結 (ウンノST)

41

12 井上　藍奈 (千代TC) 古屋　　葵 (佐鳴台LTC) 42

11 小馬　　麻 (アクトSC) 石田　愛夏 (グリーンヒルTC)

39

10 加茂　明莉 (マインドサンTC) 山崎　美來 (リックス静岡TC) 40

9 杉本　菜緒 (グリーンヒルTC) 黒澤　杏奈 (S.T.A.C)

37

8 野荒　芽衣 (ブレスGTC) 鈴木　楓乃 (WishTC) 38

7 石田　　渚 (ウンノST) 長島　華子 (ウインビレッジTC)

35

6 一ノ瀬桃子 (アイTC) 村木　優歩 (NWTC) 36

5 杉山　巴菜 (あおやま庭球塾) 袴田　玲美 (アクトSC)

4 齋藤　紗々 (ﾌｧｲﾝﾊﾟﾙｲﾜﾀTC) 加茂　茜音 (マインドサンTC) 34

3 大須賀美尋 (袋井クラウンC) 岩澤　瑞月 (アスルクラロ沼津)

2 山下紗愛奈 (ウインビレッジTC) 室井ゆりか (袋井クラウンC) 32

33

14歳以下女子シングルス

[1] 1 鈴木　美波 (WishTC) 柴山　祈梨 (ウンノST) 31 [5]



(3位戦)

(7位戦)

(5位戦)

9949 榑林　　陸 (S's familyTC) 黛　　遥斗 (本日庭球日)

97

48 今村　陽真 (聖隷TS) 森　　優斗 (千代TC) 98

47 麸澤　　宙 (ミナミTC) 瀬尾　陽介 (アクトSC)

95

46 井上　　真 (佐鳴台LTC) 宮井　瑛守 (ブレスPTC) 96

45 山本　　葵 (ロブィングTC) 小野田堅斗 (TAS)

93

44 杉平　慶太 (アクトSC) 前田　慶翔 (アスルクラロ沼津) 94

43 大野　庸太 (あおやま庭球塾) 足立　礼央 (アイTC)

91

42 木暮　聡真 (ワタナベTC) 小手咲多朗 (ウンノST) 92

41 岡村　　悠 (アイTC) 杉山　　凜 (あおやま庭球塾)

89

40 藤代　晃延 (アスルクラロ沼津) 吉田　壮麻 (ﾌｧｲﾝﾊﾟﾙｲﾜﾀTC) 90

39 鈴木　健悟 (ブレスPTC) 野田　裕武 (佐鳴台LTC)

87

38 高村　圭吾 (S's familyTC) 小田切柾斗 (ブレスGTC) 88

37 小川　　樹 (静清GTC) 清水　　竣 (パルケSC)

85

36 古屋庄太郎 (ビボーンTC) 徳澄　志恩 (ウンノST) 86

35 田越　瑛翔 (ウンノST) 池谷　蒼進 (ビボーンTC)

83

34 佐藤　蒼馬 (S's familyTC) 江崎　月音 (アクトSC) 84

33 平井　哲太 (一藤庭球会) 庄司　圭佑 (静清GTC)

81

32 大石　虎輝 (清水LTC) 沼本　千知 (リックス静岡TC) 82

31 辻　　景介 (パルケSC) 則武　　駿 (竜南TC)

30 杉坂　一歩 (アクトSC) 加藤龍之介 (アクトSC) 80

29 山下　穂空 (ブレスGTC) 玉越　聡汰 (吉田TC)

28 永田蔵ノ祐 (TAS) 山本　悠生 (高瀬TC) 78

79

76 [7]

27 渡邉　　海 (WishTC) 増田　颯亮 (清水LTC) 77

73

24 潮　　夏希 (ウンノST) 小澤　怜央 (アスルクラロ沼津) 74

23 津田　歩紀 (アクトSC) 池田　大悟 (TAS)

71

22 嶋　　乙樹 (千代TC) 石野　璃槻 (S.T.A.C) 72

21 勝又　　羚 (時之栖TC) 佐藤　綺斗 (S's familyTC)

69

20 横山　晴士 (あおやま庭球塾) 平野　空哉 (WishTC) 70

19 石野　要輝 (S.T.A.C) 山本　悠真 (丹那TC)

67

18 宮脇　歩夢 (アスルクラロ沼津) 田中　翔大 (ﾌｧｲﾝﾊﾟﾙｲﾜﾀTC) 68

17 小沢　琢巳 (ブレスPTC) 古橋　幸吾 (時之栖TC)

65

16 松坂　宗哉 (藤枝New青葉TC) 山崎　悠斗 (アイTC) 66

15 川嶋　琉生 (吉田TC) 福島　幹太 (ウンノST)

63

14 名倉　康巧 (OharaTC) 由藤　大翔 (ビボーンTC) 64

13 足立　央地 (アイTC) 谷川　凰貴 (アイTC)

61

12 齋藤　陽希 (本日庭球日) 小杉慎一郎 (ブレスGTC) 62

11 磯谷　侑亜 (袋井クラウンC) 山本　温心 (ロブィングTC)

59

10 市川　健太 (ウンノST) 平間　未浪 (佐鳴台LTC) 60

9 榑林　奏良 (S's familyTC) 青島　早佑 (千代TC)

57

8 宇野　聡真 (WishTC) 加藤虎之介 (アクトSC) 58

7 有馬　匠海 (リックス静岡TC) 山谷　優人 (高瀬TC)

55

6 竹中　大貴 (佐鳴台LTC) 菅谷　蒼斗 (グリーンヒルTC) 56

5 佐藤丈一郎 (ﾌｧｲﾝﾊﾟﾙｲﾜﾀTC) 鈴木　伶和 (S's familyTC)

4 大瀧　廣人 (高瀬TC) 小山　楼空 (ウンノST) 54

3 袴田　湊斗 (アクトSC) 伊藤　凱海 (袋井クラウンC)

2 鈴木　蒼佑 (TAS) 加藤　我空 (ワタナベTC) 52

53

12歳以下男子シングルス

[1] 1 三木　慶至 (ワタナベTC) 稲本　　碧 (藤枝New青葉TC) 51 [6]

[8] 50 今泉　怜大 (F.T.P.T.F) 木暮　勇斗 (ワタナベTC) 100 [2]

75 [4]

[3] 26 佐野　文都 (アクトSC) 久保　大義

[5] 25 永井　想真 (ﾌｧｲﾝﾊﾟﾙｲﾜﾀTC) 清水　瑛太 (S.T.A.C)

(マインドサンTC)



(7位戦)

(5位戦)

(3位戦)

[6] 41 大須賀祐陽 (袋井クラウンC)

80

40 渡辺　唯花 (リックス静岡TC) 渡邉　　希 (袋井クラウンC) 81 [2]

39 和田梨々子 (YODAX SPORTS) 山口　心愛 (佐鳴台LTC)

78

38 藤井　日南 (OharaTC) 佐藤心々音 (ウンノST) 79

37 山本　有紗 (ウンノST) 飯塚　汐梨 (あおやま庭球塾)

76

36 太田　梓桜 (袋井クラウンC) 佐藤　　蒼 (リックス静岡TC) 77

35 勝又由希菜 (時之栖TC) 木下　菜月 (袋井クラウンC)

74

34 後藤菜々美 (S's familyTC) 飯塚吾弥女 (千代TC) 75

33 小久保美怜 (ブレスGTC) 石塚　梨花 (本日庭球日)

72

32 遠藤　世渚 (ワタナベTC) 深澤　　和 (WishTC) 73

31 薄井　香奈 (あおやま庭球塾) 勝又　美玲 (ミナミTC)

70

30 富松　紗羽 (インドアTA浜松) 江口　茉那 (D'S TC) 71

29 竹下　采佑 (竜南TC) 葉山　瑚奈 (ブレスGTC)

27 板倉　桜栞 (吉田TC) 渡辺　葉月 (あおやま庭球塾) 68

28 石塚　苺花 (本日庭球日) 河村　愛莉 (S's familyTC) 69

66

26 吉川　知那 (グリーンヒルTC) 伊藤　心咲

25 青島　由依 (千代TC) 森田　千春 (吉田TC)

(丹那TC) 67

64

24 松坂　柚奈 (藤枝New青葉TC) 遠藤　菜夏 (ワタナベTC) 65

23 岡田　稟乃 (アクトSC) 鷲山　結萌 (ブレスPTC)

62 [8]

[3] 22 山本　莉子 (丹那TC) 杉本優希菜 (藤枝New青葉TC) 63

[5] 21 鈴木　季和 (ブレスPTC) 髙野瀬柚寿 (あおやま庭球塾)

60

20 山田　優依 (リックス静岡TC) 川合　愛結 (WishTC) 61 [4]

19 八木愛茉里 (吉田TC) 杉山　楓夏 (インドアTA浜松)

58

18 池田あかり (千代TC) 菅　　結那 (グリーンヒルTC) 59

17 久保田咲穂 (あおやま庭球塾) 平連　愛莉 (リックス静岡TC)

56

16 鈴木　胡桃 (ブレスPTC) 小川　珠花 (TAS) 57

15 堀田　芽桜 (清水LTC) 渡辺　柚葉 (あおやま庭球塾)

54

14 辻村　玲那 (ウンノST) 石川　紗椰 (WishTC) 55

13 池谷　由杏 (ビボーンTC) 松井　夏希 (ブレスGTC)

52

12 永井　穂果 (ﾌｧｲﾝﾊﾟﾙｲﾜﾀTC) 洞口あずさ (千代TC) 53

11 椎名　恵麻 (D'S TC) 水野　智葉 (アイTC)

50

10 池田　馨心 (ウンノST) 藤江　憩花 (ブレスPTC) 51

9 鈴木優羽空 (ブレスPTC) 谷口　莉奈 (S's familyTC)

48

8 石牧　美奏 (パルケSC) 和田かのん (OharaTC) 49

7 河口　香穂 (竜南TC) 蒔田　美緒 (藤枝New青葉TC)

46

6 片野陽満里 (WishTC) 横山　心春 (吉田TC) 47

5 齋藤　　凛 (佐鳴台LTC) 石上　蓮栞 (ウンノST)

4 松浦　彩七 (S's familyTC) 山本　心町 (ビボーンTC) 45

3 渡邉　　愛 (袋井クラウンC) 滝田　和実 (竜南TC)

2 井出結依子 (コスモスTC) 近藤　希海 (時之栖TC) 43

44

12歳以下女子シングルス

[1] 1 太田　柚七 (WishTC) 佐野　来実 (TAS) 42 [7]



青木　琉莞 (日大三島高校) 小木　涼平 (WishTC)

田原遼太郎 (日大三島高校) 大場　海世 (WishTC)

大石　翔太 (グリーンヒルTC) 飯田　航矢 (日大三島高校)

川中　隼太 (グリーンヒルTC) 天野　幹久 (日大三島高校)

鈴木　碧洋 (常葉大橘高校) 池田　蒼吾 (浜松工業高校)

佐々木洸貴 (藤枝西高校) 伊藤　稜馬 (浜松工業高校)

小野田拓実 (浜松工業高校) 鈴木　朝斗 (磐田東高校)

白井　汰郎 (浜松工業高校) 岩堀　翔真 (磐田東高校)

渡邉　　匠 (袋井クラウンC) 諏訪　凌成 (藤枝New青葉TC)

仁科　拓海 (磐田東高校) 春日　　韻 (インドアTA浜松)

加藤　　漣 (磐田東高校) 佐竹　海飛 (浜松市立高校)

鈴木　　敦 (磐田東高校) 松澤　藍大 (浜松市立高校)

三田　悠司 (日大三島高校) 長谷川智裕 (静岡聖光学院)

宮下　歩武 (日大三島高校) 矢崎　大智 (静岡聖光学院)

海野　智敬 (静岡聖光学院) 佐野　尚哉 (TAS)

梅原　英利 (静岡聖光学院) 川中　光来 (グリーンヒルTC)

宇野　彰剛 (WishTC) 高橋ｶｲｱﾝ涼太 (アクトSC)

吉田　貴史 (ﾌｧｲﾝﾊﾟﾙｲﾜﾀTC) 三木　翔太 (ワタナベTC)

久津輪勇介 (日大三島高校) 藤原　瑞希 (日大三島高校)

北野　心晴 (日大三島高校) 石川　治幸 (日大三島高校)

辻　颯太郎 (静岡高校) 藤井　爽守 (WishTC)

長倉　佑樹 (静岡高校) 水野　琉成 (アイTC)

鈴木　一颯 (藤枝東高校) 高橋　日向 (日大三島高校)

大川　陽平 (島田高校) 米山　陽斗 (日大三島高校)

鈴木　周馬 (静岡聖光学院) 鈴木　　和 (磐田東高校)

大石　　慧 (静岡聖光学院) 小島　　樹 (ブレスPTC)

増田　誠也 (浜松工業高校) 入手　利宗 (浜松工業高校)

松井　大樹 (浜松工業高校) 入手　孝宗 (浜松工業高校)

小山　颯大 (日大三島高校) 西川　誇珀 (島田高校)

角田　瑞輝 (日大三島高校) 五條　克則 (島田高校)

相原　風城 (ブレスPTC) 中川　英康 (常葉大橘高校)

赤坂　颯泰 (S's familyTC) 青野　優大 (静岡聖光学院)

小栗　僚太 (浜松工業高校) 熊澤　柊哉 (日大三島高校)

野末　昊汰 (浜松工業高校) 小木曽佑弥 (日大三島高校)

藤枝優乃介 (浜松市立高校) 望月　颯太 (静岡聖光学院)

加藤　諒大 (浜松市立高校) 根本　悠里 (静岡聖光学院)

伝　　強志 (OharaTC) 盛田　柊斗 (浜松工業高校)

三坂　悠真 (ブレスPTC) 鈴木　聖人 (浜松工業高校)

露木　良太 (アクトSC)

杉本　　湧 (アクトSC)

望月　結彩 (静岡英和女学院) 横山菜々香 (あおやま庭球塾)

熊谷　真琴 (城南静岡中高) 鈴木　彩葉 (ブレスPTC)

今坂　そら (静岡高校) 吉田　愛斗 (城南静岡中高)

石村　玲乃 (藤枝明誠高校) 岡田　凪央 (藤枝東高校)

土屋早也佳 (島田高校) 土井もとみ (島田高校)

鈴木　　萌 (島田高校) 鈴木　橘花 (島田高校)

米山　陽夏 (日大三島高校) 山下穂乃佳 (磐田南高校)

佐野　桜香 (TAS) 守屋　希那 (磐田南高校)

澤本　真依 (藤枝東高校) 諏訪　成美 (島田高校)

深町　鈴菜 (城南静岡中高) 落合　華穂 (島田高校)

鈴木　陽和 (アイTC) 阿部　美月 (静岡英和女学院)

山﨑　美侑 (英和女学院) 大口　祐奈 (静岡英和女学院)

山﨑美里亜 (静岡女子高校) 山本　　栞 (静岡高校)

伊藤　奏芽 (静岡女子高校) 大塚　美柚 (静岡高校)

古川　心愛 (島田高校) 池田　春花 (磐田南高校)

横田川莉子 (島田高校) 中津川　杏 (浜北西高校)

小長井心蘭 (竜南TC) 木下　花穂 (WishTC)

成島かれん (竜南TC) 小島　　詠 (ブレスPTC)

14 [7]
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18 [2]

(3位戦)
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18歳以下女子ダブルス
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18歳以下男子ダブルス
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松村　　怜 (あおやま庭球塾) 杉本　　淑 (アクトSC)

加藤　　慶 (袋井クラウンC) 河島賢太郎 (ブレスPTC)

丹羽　悠斗 (WishTC) 嶋田　向健 (清水LTC)

片野里玖斗 (WishTC) 濱見　慶人 (佐鳴台LTC)

岩清水優矢 (ウンノST) 谷澤　怜真 (あおやま庭球塾)

名倉　祐輝 (リックス静岡TC) 田代　登馬 (ウインビレッジTC)

山本　悠生 (WishTC) 杉本　正悟 (TAS)

池田　光希 (NWTC) 久保田　圭 (アイTC)

江口　　遼 (長泉町立北中学校) 新村　知己 (ブレスGTC)

椎名　惇気 (三島市立山田中学校) 白幡　侑吾 (ブレスPTC)

山口　瑛作 (F.T.P.T.F) 赤堀　瑛音 (竜南TC)

佐藤　瑞城 (F.T.P.T.F) 松田　一希 (ウンノST)

古川　大翔 (藤枝New青葉TC)

市川　永真 (藤枝New青葉TC)

太田　乃愛 (WishTC) 田原　　優 (ミナミTC)

小木那々美 (WishTC) 石田　ゆな (ミナミTC)

市川こころ (グリーンヒルTC) 澤入　美空 (焼津高校)

山口　　凛 (グリーンヒルTC) 浅沼英莉奈 (藤枝New青葉TC)

水元　れん (ウンノST) 池野真奈美 (グリーンヒルTC)

小山　琉奈 (静岡学園高校) 岡田　和夏 (グリーンヒルTC)

山本　陽毬 (アイTC) 桝井　菜月 (ブレスPTC)

園部　新奈 (アイTC) 松井　もも (OharaTC)

大塚　咲弥 (ブレスPTC) 鈴木野乃花 (ブレスPTC)

葛西　麗乃 (時之栖TC) 赤坂　千聡 (S's familyTC)

小林　優奈 (TAS) 田邊　花凜 (WishTC)

後藤　築海 (NWTC) 菅沼　綾夏 (時之栖TC)

熊田　湖子 (ブレスPTC) 伊東菜々子 (竜南TC)

小澤ひより (インドアTA浜松) 池田　蘭野 (竜南TC)

(3位戦)
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16歳以下男子ダブルス
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16歳以下女子ダブルス
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齊藤　蒼士 (袋井クラウンC) 山崎倫大朗 (アクトSC)

志知　暖基 (袋井クラウンC) 松村　　侑 (あおやま庭球塾)

鈴木　太樹 (藤枝New青葉TC) 福地　慧士 (グリーンヒルTC)

西川　玖穏 (藤枝New青葉TC) 大野　瑞生 (グリーンヒルTC)

石川　敬矩 (本日庭球日) 市川　陽太 (藤枝New青葉TC)

大胡田礼和 (本日庭球日) 松坂　奏汰 (藤枝New青葉TC)

澤　　直輝 (アスルクラロ沼津) 加藤　理央 (佐鳴台LTC)

山内　遥翔 (アスルクラロ沼津) 永田　俊輔 (ブレスGTC)

水井　翔夢 (清水LTC) 宇塚　　玄 (アクトSC)

齊藤　南翔 (清水LTC) 服部　大樹 (アクトSC)

佐野　友都 (アクトSC) 長谷川駿人 (アイTC)

飯田　唯斗 (アクトSC) 佐々木悠人 (ウンノST)

興津　颯人 (リックス静岡TC) 三田村蒼太 (ウンノST)

藤原　幸太 (リックス静岡TC) 中嶋　柾稀 (ウンノST)

岡田　直哉 (マインドサンTC) 佐野　啓翔 (TAS)

久保　義弥 (マインドサンTC) 藤原宗太郎 (S.T.A.C)

清水　新太 (S.T.A.C) 内山　愛琉 (WishTC)

松浦　　湊 (ブレスGTC) 和田　紘武 (WishTC)

宮本　　亮 (パルケSC) 木下　大地 (袋井クラウンC)

大庭　嘉仁 (本日庭球日) 阿曽　　颯 (袋井クラウンC)

石野　陽登 (S.T.A.C) 三坂　啓人 (ブレスPTC)

請井　　稜 (ビボーンTC) 小林　蒼大 (ブレスPTC)

鈴木　　遼 (ブレスPTC) 伊東　順正 (竜南TC)

鈴木　瑛仁 (ブレスPTC) 柴田　裕翔 (竜南TC)

松永　亮輔 (WishTC) 細谷　　詢 (アスルクラロ沼津)

牛田　　漣 (WishTC) 長澤　碧音 (アスルクラロ沼津)

仁科　　翼 (袋井クラウンC) 津田　悠佑 (竜南TC)

工藤誠之介 (本日庭球日) 松下　碩斗 (ウンノST)

鈴木　琉翔 (藤枝New青葉TC) 増田　陽友 (袋井クラウンC)

仲田　叶翔 (藤枝New青葉TC) 柴田　悠空 (ビボーンTC)

平間 彗亜 (佐鳴台LTC) 生熊　忠信 (インドアTA浜松)

石牧 諒真 (パルケSC) 藤井　陽大 (WishTC)

神谷　　暁 (ブレスGTC)

鈴木　健太 (ブレスPTC)

辻　奈津希 (竜南TC) 福山　真望 (ブレスGTC)

佐野　文萌 (TC FujiAC) 野荒　芽衣 (ブレスGTC)

柴田　紗弥 (アスルクラロ沼津) 小馬　　麻 (アクトSC)

齊藤　瑠花 (D'S TC) 袴田　玲美 (アクトSC)

名波　璃咲 (吉田TC) 山口ゆいり (アスルクラロ沼津)

室井ゆりか (袋井クラウンC) 岩澤　瑞月 (アスルクラロ沼津)

杉本　菜緒 (グリーンヒルTC) 石田　愛夏 (グリーンヒルTC)

青木　友南 (グリーンヒルTC) 後藤　華香 (グリーンヒルTC)

石田　　渚 (ウンノST) 鈴木　美波 (WishTC)

柴山　祈梨 (ウンノST) 鈴木　楓乃 (WishTC)

福田いまり (WishTC) 塩澤　彩芭 (TAS)

橋本　彩花 (WishTC) 矢川　紗奈 (TAS)

杉浦　愛海 (OharaTC) 古屋　　葵 (佐鳴台LTC)

藤井　星杏 (OharaTC) 小澤　琉菜 (佐鳴台LTC)

杉山　巴菜 (あおやま庭球塾) 木田　奈穂 (アクトSC)

村木　優歩 (NWTC) 吉村　奈穂 (アクトSC)

山本　奈央 (ウインビレッジTC) 蔦保　沙織 (S.T.A.C)

村松　心麗 (ウインビレッジTC) 小田　彩楽 (S.T.A.C)

渡邉　心菜 (アクトSC) 小池　真咲 (WishTC)

大久保怜海 (アクトSC) 伊藤　陽和 (WishTC)
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14歳以下女子ダブルス



三木　慶至 (ワタナベTC) 鈴木　健悟 (ブレスPTC)

木暮　勇斗 (ワタナベTC) 小杉慎一郎 (ブレスPTC)

永井　想真 (ﾌｧｲﾝﾊﾟﾙｲﾜﾀTC) 足立　央地 (アイTC)

田中　翔大 (ﾌｧｲﾝﾊﾟﾙｲﾜﾀTC) 菅谷　蒼斗 (グリーンヒルTC)

平間　未浪 (佐鳴台LTC) 大瀧　廣人 (高瀬TC)

井上　　真 (佐鳴台LTC) 山谷　優人 (高瀬TC)

則武　　駿 (竜南TC) 瀬尾　陽介 (アクトSC)

田越　瑛翔 (ウンノST) 杉平　慶太 (アクトSC)

山本　　葵 (ロブィングTC) 池田　大悟 (TAS)

山本　温心 (ロブィングTC) 足立　礼央 (アイTC)

清水　瑛太 (S.T.A.C) 横山　晴士 (あおやま庭球塾)

石野　要輝 (S.T.A.C) 大石　虎輝 (清水LTC)

袴田　湊斗 (アクトSC) 小野田堅斗 (TAS)

杉坂　一歩 (アクトSC) 鈴木　蒼佑 (TAS)

沼本　千知 (リックス静岡TC) 藤代　晃延 (アスルクラロ沼津)

有馬　匠海 (リックス静岡TC) 小澤　怜央 (アスルクラロ沼津)

小田切柾斗 (ブレスGTC) 宇野　聡真 (WishTC)

山下　穂空 (ブレスGTC) 平野　空哉 (WishTC)

高村　圭吾 (S's familyTC) 佐野　文都 (アクトSC)

久保　大義 (マインドサンTC) 名倉  康巧 (Ohara TC)

稲本　　碧 (藤枝New青葉TC)

清水　　竣 (パルケSC)

太田　柚七 (WishTC) 片野陽満里 (WishTC)

川合　愛結 (WishTC) 木下　菜月 (袋井クラウンC)

佐藤　　蒼 (リックス静岡TC) 齋藤　　凛 (佐鳴台LTC)

渡辺　唯花 (リックス静岡TC) 山口　心愛 (佐鳴台LTC)

石塚　苺花 (本日庭球日) 河口　香穂 (竜南TC)

石塚　梨花 (本日庭球日) 吉川　知那 (グリーンヒルTC)

杉本優希菜 (藤枝New青葉TC) 松坂　柚奈 (藤枝New青葉TC)

蒔田　美緒 (藤枝New青葉TC) 川守　真衣 (藤枝New青葉TC)

藤井　日南 (OharaTC) 江口　茉那 (D'S TC)

和田かのん (OharaTC) 椎名　恵麻 (D'S TC)

鈴木　季和 (ブレスPTC) 藤江　憩花 (ブレスPTC)

山本　莉子 (丹那TC) 鈴木　胡桃 (ブレスPTC)

水野　智葉 (アイTC) 薄井　香奈 (あおやま庭球塾)

佐野　来実 (TAS) 渡辺　柚葉 (あおやま庭球塾)

板倉　桜栞 (吉田TC) 後藤菜々美 (S's familyTC)

横山　心春 (吉田TC) 河村　愛莉 (S's familyTC)

鈴木優羽空 (ブレスPTC) 松井　夏希 (ブレスGTC)

鷲山　結萌 (ブレスPTC) 小久保美怜 (ブレスGTC)

山本　有紗 (ウンノST) 渡邉　　希 (袋井クラウンC)

石上　蓮栞 (ウンノST) 大須賀祐陽 (袋井クラウンC)

久保田咲穂 (あおやま庭球塾)

髙野瀬柚寿 (あおやま庭球塾)
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男　子 女　子 男　子 女　子 男　子 女　子 男　子 女　子 男　子 女　子

第 1回
神谷　　暁 蔦保　沙織 椎名　惇気 伊藤あさひ 波津　秀紀 加藤　　由 塩崎　凱世 小池　芽衣 石川　俊輔 富永はるか

シングルス
(ブレスGTC) (ブレスGTC) (アクトSC) (NWTC) (丹那TC) (アクトSC) (一藤庭球会) (アイTC) (城南静岡中高) (城南静岡中高)

椎名　惇気 小木那々美 久津輪勇介 近藤　優衣 加藤　琉生 稲葉　梨莉 吉田　陸人 紅屋　伽凪

(アクトSC) (WishTC) (ミナミTC) (城南静岡中高) (ｳｲﾝﾋﾞﾚｯｼﾞTC) (アクトSC) (城南静岡中高) (浜松日体高校)

高橋ｶｲｱﾝ涼太 太田　乃愛 波津　秀紀 里　　菜央 漆畑　瑛登 櫻田しずか 武政　颯太 鈴木　千寛

(アクトSC) (WishTC) (丹那TC) (アクトSC) (ベルTS) (アクトSC) (城南静岡中高) (浜松日体高校)

第 2回
山崎倫大朗 杉山　巴菜 藤井　陽大 小木那々美 山本　悠生 松井　美璃 伊藤　樹汰 稲葉　蘭藍 藤原　瑞希 馬渕　麻実

シングルス
(アクトSC) (あおやま庭球塾) (WishTC) (WishTC) (S.T.A.C) (ﾌｧｲﾝﾊﾟﾙｲﾜﾀTC) (竜南TC) (アクトSC) (ブレスGTC) (浜松聖星高校)

藤井　陽大 松井　もも 大場　海世 佐藤汐乃果 良本　優太 鈴木　香漣 伊藤　龍夏 櫻田しずか

(WishTC) (OharaTC) (WishTC) (OharaTC) (アクトSC) (WishTC) (日大三島高校) (アクトSC)

松永　亮輔 伊藤　　栞 藤井　爽守 伊藤あさひ 田中　柊介 里　　菜央 藤井俊太朗 小池　芽衣

(WishTC) (OharaTC) (WishTC) (NWTC) (アクトSC) (アクトSC) (日大三島高校) (アイTC)

第 3回
宮本　　亮 小池　真咲 齊藤　蒼士 横山菜々香 長田　和音 稲葉　蘭藍 塩崎　凱世 外池　明梨

シングルス
(パルケSC) (WishTC) (袋井クラウンC) (あおやま庭球塾) (アクトSC) (アクトSC) (静岡市立高校) (日大三島高校)

和田　紘武 小池　真咲 加藤　　慶 大塚　咲弥 西川　誇珀 成島かれん 勝山　倖誠 小池　芽衣

(WishTC) (WishTC) (袋井クラウンC) (WishTC) (藤枝New青葉TC) (竜南TC) (静岡市立高校) (静岡市立高校)

内山　愛琉 橋本　彩花 齊藤　蒼士 福田いまり 諏訪　凌成 佐藤汐乃果 吉村悠太郎 髙田　晴菜

(WishTC) (WishTC) (袋井クラウンC) (WishTC) (藤枝New青葉TC) (OharaTC) (静岡市立高校) (浜松市立高校)

第 4回

シングルス

ダブルス

歴代優勝者

ダブルス

ダブルス

回/種目
10歳以下 12歳以下 14歳以下 16歳以下 18歳以下

ダブルス


